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聖公会とカトリックの聖職按手式の比較 

～ 会衆の関わりの視点からの考察を中心として ～ 

パウロ眞野玄範 

１．ローマ・カトリックにおける司祭志願資格と養成過程 

(1) 教区司祭を養成する日本カトリック神学院の入学審査要綱に書かれている入学志願者

の資格は次の通りである。教区司祭を希望する者は、まず所属する教会の司祭か親しくし

ている司祭に相談し、その司祭の推薦によって、働きたいと願う教区の神学生養成担当委

員（司祭）および司教と面接し、その司教の推薦に基づいて、神学校を受験する。 

○ 生涯、司祭として自分をささげる決意をもっていること。また、司祭への志願が本人

の自由な意思に基づいていること。 

○ 受洗してカトリック信者としての生活を 3 年以上過ごし、堅信を受けている 22 歳以

上で、原則として 40 歳までの独身の男子であること。 

○ 所属教区の司教によって志願者と認められ、推薦を受けた者であること。志願しよう

とする者は次の手順を踏むことになる。 

 ① 志願者は、所属する教会の司祭か、よく接触している司祭の指導を受ける。 

 ② その司祭が志願者の成熟と決心を確かめた上で、司教に推薦する。 

 ③ 司教は教区養成担当者に諮問し、その答申を受けて神学院院長に推薦状を書く。 

○ 最終学歴が高校卒業以上であること。 

○ 日本語を母国語としない志願者は、日本語検定 2 級の取得者であること。ただし日本

の高校を卒業しているか、それと同程度の日本語力を有する者はこの限りでない。 

(2) 神学校は、次のような 6 年間の過程となっている。初めの 2 年間は「神学生見習い」

であって、叙階式ミサの中で行われる「助祭・司祭候補者認定」を経て「神学生」となる。 

○哲学課程 

一年：初年度養成 

二年：養成 

○神学課程 

一年：助祭・司祭候補者認定 

二年：朗読奉仕者 

三年：祭壇奉仕者 

四年：助祭 

神学院卒業時に、教区長の判断の下に、司祭に叙階される。 
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(3) このように、ローマ・カトリック教会は、聖職の志願・養成・叙階の過程で、信徒が直

接的に識別の決定に関わる具体的な形は持っていない（実質的な関わりを持っていないと

いうことでは必ずしもない）。日本聖公会では、聖職候補生となるのに、所属教会の教会委

員会での推薦と、教区常置委員会での認定が必要であり、また執事・司祭の按手を受ける

には、神学校卒業後の教会勤務の中での識別を経ることが必要であることを考えると、違

いは大きいと言えるだろう。 

２．会衆の位置づけから見る叙階式（聖職按手式） 

使徒言行録 6:1-6 の記述、ヒッポリュトスの使徒伝承の中の現存する最古の聖職按手式に

おいて、会衆による選びと会衆の祈りは、主教（使徒）による祈りと按手と共に、聖職按

手の基本要素となっている。 

ローマ・カトリックでも、聖職の召命の識別に信徒共同体が関わるという理解はあって、

叙階式でも表現されているが、聖公会の聖職按手式と比較すると、かなり明確な違いが見

られる。（※ 末尾に、カトリックの叙階式ミサの構造をまとめてある。1） 

(1) 「司祭・助祭候補者認定式」は、叙階式ミサの中で、「ことばの典礼」部で行われるが、

司教は説教の中で認定式の意味について語った上で、「主は候補者がふさわしいかどうかを

確かめることを私たちにお委ねになります」と会衆に呼びかけ、「それでは、名前を呼びま

すから、呼ばれた方は前に進み出て、教会共同体の前で自分の決意を表明してください」

と志願者に会衆の前での決意の表明を求める。 

次の文章は溝部脩司教（高松教区）による司祭候補者認定式のミサ説教からの抜粋である： 

「私達の司祭候補者は私達の教会の共同体によって推薦される必要があります。共同体と全

く関わりのない人が司祭になるのではありません。皆さんの中から司祭が生まれるのです。

そしてその人は皆さんに仕えるために、皆さんの前で司祭職への道を決意するのです。識別

するのは司教に任せられています。でもその識別の業を助けていくのは信者の共同体なので

す。この人が司祭にふさわしいかどうかを、信者の皆さんが理解しなければなりません。（…）

教会共同体が支え助け、一緒に歩まないといけないのです。私たちの司祭を共同体が作って

いかないといけないのです。」2 

この説教から聖職の召命の識別には信徒共同体が関わるものと理解されていることは分か

るが、このように強調されているところをみると、その感覚を信徒があまり持っていない

ことも察せられるように思うが、どうであろうか。 

                                                   

1  カトリック大阪大司教区典礼委員会のアーカイブにある式文を参照してまとめた。 

http://www.osaka.catholic.jp/liturgy/LIB/20020321/20020321.html 
2  http://www.takamatsu.catholic.ne.jp/homily/20090301homily.html 
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(2) 叙階式ミサの「叙階の儀」部の「司祭候補者の選出」において、志願者が司祭にふさわ

しい人であるかと問う司教に対して、推薦司祭は「これまでこの兄弟を育み、生活を共に

してきた共同体の皆さんと司祭養成に関わってきた方々にご意見を伺ったうえで、この兄

弟が司祭にふさわしい者であることを証言いたします」と答える。それを受けて、司教が

「それでは、主なる神と私たちの救い主イエス・キリストの助けによって、この兄弟を、

司祭団に加えることにします」と宣言すると、会衆は賛同のしるしとして拍手する（ルブ

リックの指示）。 

会衆は推薦司祭を通して同意と支持を示し、また司教が志願者を按手する宣言に対して同

意を示すのであるから、叙階式における会衆と志願者との関係は、あくまでも間接的なも

のである。 

他方、日本聖公会の司祭・執事按手式では、「司祭候補者の選出」に相当する「推薦」にお

いて志願者に同伴するのは、推薦司祭だけでなく、「一人の司祭と信徒」である3。また、主

教・司祭・執事按手式で、按手に同意するかどうか、主教／司祭／執事として支持するか

どうかを、司式主教が会衆との直接の問答によって確かめる。会衆と志願者との関係は直

接的なものである。 

(3) ローマ・カトリックの叙階式は、第一義的には司教が自らを補佐する司祭団に志願者を

加える式となっているため、志願者と信徒共同体との関係が間接的にしか表現されないの

である、と理解できよう。 

他方、聖公会の聖職按手式は、第一義的には志願者が神によって聖職に召される式である、

と理解されているため、志願者と聖職の召命の識別に関わる信徒共同体との関係が直接的

に表現されるのであろう。 

各々の理解は、いずれも司式主教（司教）の使徒継承への主体的関与が示される箇所でも

ある聖別の祈りに明確に表れている： 

○ 聖公会：「今、主の教会にゆだねられた務めを分かち合うために、み名によって聖別

するこの主の僕をお召しくださったことを感謝します。」 

○ ローマ・カトリック：「主なる神よ、使徒から受け継いだ司教の務めを果たすには力

の足りない私を顧み、かつてモーセとアロンになさったように、今わたしにもこの人

を必要な助け手としてお与えください。」 

なお、ここに見られるのは按手式（叙階式）についての根本的な理解の相違というよりは、

理解における強調点の違いであると、一応は考えておくことはできるだろう。

                                                   
3  「これは、推薦が教会共同体全体のものであることをよりよく表わし、信徒の役割が重要視されていることを表現してい

る。」（『改訂増補 日本聖公会祈祷書解説』1994, p.97） 
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３．職制理解のニュアンスの違いが表れている箇所 

ローマ・カトリックと聖公会では、(1)主教（司教）・司祭・執事（助祭）の関係、(2)信徒

の祭司性、(3)使徒継承と按手の意味などに関する基本的な理解を共有しているとはいえ4、

以上で見てきたように、随分と大きな違いがあることに気づかされる。同様なことが言わ

れているようでも、相当に理解のニュアンスの違いがあることが確認できるのである。 

(1) 主教と司祭の関係： 

理解のニュアンスの違いは聖別の祈りでも表れているが、「試問」にも表れている： 

○ 聖公会：「あなたは、あなたの主教の牧会上の指示と指導を尊重し、これに従うよう

に努めますか」 

○ ローマ・カトリック：「あなたは、司教とのきずなの中で、尊敬の心をもって、司教

に従うことを約束しますか」 

(2) 信徒の祭司性： 

聖公会の聖職按手式では、特祷、試問、聖別の祈りで、洗礼を受けた者は皆、主のみ業に

預かるために召されていることを言い表す。聖職者は、その交わりの中で三つの職位各々

の職務につくため、召された者であるとされている。 

「洗礼を受けた人は皆、キリストが全ての人の主であり、また救い主であることを知ら

せ、主が世界を新たにされるみ業にあずかるため召されています。」（試問） 

カトリックの叙階式ミサ式文には、信徒が主のみ業にあずかるために召されていることを

言い表す箇所はない。聖職者は、教会が「祭司の民」として形作られるための奉仕者とし

て召された者であるとされている。 

「あなたは祭司の民を形づくるために、この民の中に、聖霊の力によって、さまざまな

務めを担うキリストの奉仕者をお立てになりました。」（叙階の祈り） 

ただし、この叙階の祈りや感謝の典礼の叙唱で（「主キリストは神の民に祭司職を与え、奉

仕の務めにたずさわる人々を選んで司祭としてくださいました」5）、全ての信徒がキリスト

の祭司職を受けているという理解は示されている（「共通の祭司職」）。だが、聖職の召しは、

それとは「別」であると強調される6。 

                                                   
4  “Growing Together in Unity and Mission” (IARCCUM, 2007), para.50-61 
5  聖公会の該当箇所は、「そして聖霊を送り、わたしたちを神の民としてみ前に立たせ、主の祭司として主とすべての人々

に仕えさせてくださいます。」 
6  「“共通の祭司職”とは別に、神様は個別に，ある人を自分の司祭へとお召しになります。これを“叙階による祭司職”

“秘跡による祭司職”といっています。」（前に引用した溝部脩司教の説教から） 
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(3) 使徒継承と按手の意味： 

先に見たように、ローマ・カトリックでは司教がもっている祭司職を分け与えることが司

祭の叙階式であるという点が強調される。それは使徒継承の意味において聖公会での理解

と異ならないとはいえ、聖公会では神によって三聖職位各々の職務に召しだされる式であ

るという点が強調される点で、両者にニュアンスの違いがある。 

それに加えて、聖公会の聖職按手式文では全く見られないことだが、叙階式ミサ式文では

旧約聖書の「いけにえを献げる祭司」との共通性が示されていて、結果として印象づけら

れる聖職観に（ひいては礼拝観・教会観にも）違いを生じさせていると思われる7。 

○ ローマ・カトリック「叙階の祈り」前半部： 

「聖なる父、全能永遠の神よ、今こそ力を表わしてください。あなたは人間を尊いものとして造り、

すべての恵みを分け与えてくださる方。万物はあなたによってはぐくまれ、強められます。あなた

は祭司の民を形づくるために、この民の中に、聖霊の力によって、様々な務めを担うキリストの奉

仕者をお立てになりました。すでに旧約時代から、神の働きによって奉仕の務めは豊かになってい

きました。あなたは民を導き、聖なる者とするために、モーセとアロンを民の上に立て、彼らを助

け、ともに働く人々を民の中からお選びになりました。こうして荒れ野にあって智恵に富む七十人

の人々に、モーセが受けた霊を分け与えてくださいました。彼らの助けによって、モーセはあなた

の民をよりよく導くことができました。また、あなたは、アロンの子孫にも、その父に与えられた

満ちあふれる恵みを授け、いけにえを献げる祭司を数多く与えてくださいました。聖なる父よ、時

が満ちてあなたは御子を世にお与えになりました。この方こそ、あなたから遣わされた方、わたし

たちが信じる大祭司イエス・キリスト。イエスは聖霊によって、自らをあなたにおささげになりま

した。そして使徒たちを真理によって聖なる者とし、ご自分の使命にあずからせてくださいました。

神よ、あなたはさらに使徒とともに働く人々を選び、全世界に救いのわざを告げ、これを実現する

ことをお望みになりました。主なる神よ、使徒から受け継いだ司教の務めを果たすには力の足りな

いわたしを顧み、かつてモーセとアロンになさったように、今わたしにもこの人を必要な助け手と

してお与えください。」 

○ 日本聖公会「司祭聖別の祈り」按手前の部分： 

「全能の父よ、あなたが広く世界に、全人類の救いと一致のために、聖なる公会を主の聖なる民、

祭司の国として建てられたことを賛美し、ほめたたえます。あなたが、信仰の使徒また大祭司、魂

の大牧者として、独りのみ子イエス・キリストをお与えくださったことを賛美し、ほめたたえます。

み子がその死によって死に勝ち、天に昇り、聖徒たちを整えて奉仕の業を行わせ、主の体を建てる

ために、豊かな賜物を与え、ある人を使徒、ある人を預言者または伝道者、牧師、教師としてくだ

さったことを賛美し、ほめたたえます。今、主の教会に委ねられた務めを分かち合うために、み名

によって聖別するこの主の僕をお召しくださったことを感謝します。」 

                                                   

7  加藤博道主教はキリスト論の過度の強調が司祭の権威の過度の強調を生み出し、旧約の神殿祭儀の姿を混入させ

ることにもなったと論じている。（『礼拝学日記』, p.104, 2000, 聖公会出版） 
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第二バチカン公会議の後、1968 年 6 月 18 日付けで発効したローマ・カトリックの新し

い叙階式ミサ式文の基づくユーカリストにおけるキリストの犠牲の理解は、刷新され、聖

公会と接近していて8、この点で腐敗したと保守派から激しい批判を受け続けている9。だが、

他方では依然として「司祭の力とは、十字架上で捧げられた犠牲を単に記念するだけでな

く、その犠牲において主の真の体と血を聖別し奉献する力を指している」という教理が保

持されているのであって10、その力-権威を司教から分け与えられ、「会衆に優った者」11と

なるのが叙階式であるという理解に変わりはない。それが、これまで見てきたようなニュ

アンスの違いとなって式文に表れているのだと考えられるだろう。 

聖公会では、聖公会の按手式を「完全に無効かつ全く無意味である」と宣言したレオ 13 世

の教皇書簡『アポストリチェ・クーレ』(1896)への返答『サエピウス・オフィキオ』(1897)

で既に論じられていたように（para.12）、聖書でも三世紀初め頃までの史料でも主教と司

祭の職務は特に「キリストの体と血の犠牲の関連で語られているもの」ではなく、古代教

会からのより包括的な理解を継承すべきであるという基本認識がある。12 

そして、聖公会の聖職按手式文では、「司祭聖別」部で、按手前に献げる感謝で信徒と聖職

の奉仕職を並列的に捉えている（「聖徒たちを整えて奉仕の業を行わせ、主の体を建てるために、豊

かな賜物を与え、ある人を使徒、ある人を預言者または伝道者、牧師、教師としてくださったことを…」）。 

また、按手後の祈りでは、聖職の職務が信徒との協働の内に行われるものであるという理

解も示している13（「み前に喜ばれる霊のいけにえを主の民と共に献げ…」、「キリストに在る同労者と共

に忠実に働かせ…」）14。 

ローマ・カトリックの叙階式では聖職と信徒の区別が印象づけられるのと対照的に、聖公

会の聖職按手式では聖職と信徒の奉仕職における連帯性が印象づけられる。それは聖職と

信徒の存在論的な区別を必ずしも否定するものではないが、積極的にそのように理解させ

ようともしていない15。聖職按手式は、主のみ業への共同体としての召しの中で、そのため

に、聖書に基づいて明確に理解される限りで、主の恵みによって行われることに強調点が

あるのである。そこに留まることこそ、歴史的歩みの中で得てきた大切な理解であろう。 

                                                   
8  第一次 ARCIC ウィンザー声明「ユーカリストの教理」(1971) 
9  例えば： http://www.catholicapologetics.info/modernproblems/vatican2/ordinatio.htm 
10  『アポストリチェ・クーレ』, para.7 ※『アポストリチェ・クーレ』(1896)は、1998 年に公布された『アド・トゥエンダム・フィデム』

の教理省解説で、改めて教皇の不可謬の教理の一つとして宣言されている。 
11  ピウス十二世『メディアトル・デイ』(1947) 
12  ○ 「『アポストリチェ・クーレ』をめぐるアングリカニズムの職制論的理解をめぐって」、西原廉太、『キリスト教学』 、1999 

○ 「三世紀頃に、旧約聖書のテーマが、祭司適用後を含めてもう一度大きくキリスト教会の中に入ってきていることは、

注意しておく必要がある（ロバート・タフト）。」（加藤博道、前掲書、p.107） 
13  祈祷書の教会問答ではより明確に述べられている。「問：聖奠および聖奠的諸式、その他教会の働きは誰が行いま

すか。答：神の民が共同体として行います。問：神の民とは何ですか。答：キリストとその教会を表す信徒と聖職です。 
14  もっとも、ローマ・カトリックでも、訓話で、「キリストの奉献は、あなたの手をとおして信者とともに祭壇の上で、秘跡として

祭儀のうちにささげられるのです」と言われる。言葉の上では微妙な違いなのである。 
15  聖公会は式を捧げる司祭にキリストを見るという神学的立場を公式にとったことはない。（加藤博道、前掲書、p.109） 
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参考１．聖別（叙階）の祈り 

○ ローマ・カトリックで、司祭の叙階を構成する「質料」は司教が志願者に沈黙の内に手

をおくこと、「形相」として本質的で必要不可欠であるのは以下の叙階の祈りの太字部分で

ある（Pope Pius XII, Sacramentum Ordinis, 1947/11/30）。 

「全能の父よ、あなたに仕えることを望むこの人を司祭団に加え、すべてを聖とする霊を新

たに注いでください。司教に協力する務めを授かり、日々の生活の模範によってすべての人

を正しい道に導くことができますように。この人が、司教団のよい協力者となり、その宣教

の働きをとおして、福音のことばが地の果てまで伝えられ、聖霊の恵みによって人々の心に

実りを結びますように。わたしたち司教とともに、心をこめて秘跡を行うことができますよ

うに。こうして、あなたの民が洗礼を受けて新たないのちを与えられ、主の食卓で養われ、

罪がゆるされ、病いのときには力づけられますように。主なる神よ、司祭となったこの人が、

わたしたち司教と心を合わせ、自分にゆだねられた人々と全世界のために、あなたのあわれ

みを心から祈り求める者となりますように。こうして、すべての人がキリストの内に集めら

れ、一つの民となり、神の国の完成に与ることができますように。」（「叙階の祈り」後半部） 

○ 聖公会では、主教は、沈黙の内にではなく、「主の教会における司祭の務めと働きのた

めに、主の僕（教名～）に聖霊を注いでください。アーメン」と言いながら（「按手の祈り」）、

一人ひとりに手をおく。ローマ・カトリックで中世に志願者の数が多すぎたために祈りと

按手が切り離され、沈黙の中で按手されて続いてまとめて按手の祈りが唱えられるように

なったという認識に立って、その過ちを取り除いて、ひとりひとりに対する祈りと按手を

行うように定められたのである。16 

※ 叙階の祈りは、按手後であるにも関わらず、「今わたしにもこの人を必要な助け手として

お与えください」「あなたに仕えることを望むこの人を司祭団に加え、全てを聖とする霊を新

たに注いでください」と唱える形となっていて、不自然さが否めないのは確かであろう。 

聖公会では、ローマ・カトリックの「叙階の祈り」の形相に相当するものは、按手前の祈

り（前掲）、手をおきながら献げられる「按手の祈り」（前掲）、全志願者への按手が終わっ

た後に主教が献げる次の祈りに分けられていると理解される。 

「全能の父よ、この僕に恵みと力を与え、彼に委ねられる主の教会の務めを全うさせてくだ

さい。人々を見守り、養い、主のみ名によって罪の赦しを宣言し、祝福を与え、主の救いの

福音を宣べ伝えることができますように。彼を堅く立たせて、み前に喜ばれる霊のいけにえ

を主の民と共に献げ、新しい契約の聖奠を正しく行わせてください。主の奉仕の業に召され

た者として、ますますその召しに適うようにしてください。知恵と規律を与えて、キリスト

に在る同労者と共に忠実に働かせ、主の栄光と愛を世界に知らせることができますように。」 

                                                   
16  『改訂増補 日本聖公会祈祷書解説』（1994）, p.94 
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○ ローマ・カトリックでは、第二バチカン後に定められた「新しい叙階式」(1968/1978)で、

形相を構成し、聖公会では按手の祈りと按手後の祈りに分けられている、これら二つのセ

ンテンスを繋いでいた言葉（ラテン語の”ut”、英語では”so that”）が削られたが、この式へ

の保守派の批判のひとつは、その削除に向けられたものである。17また、叙階式のクライマ

ックスは、主教が沈黙のうちに志願者に手をおく場面であると一般に受け止められている

ようであって、これらのことに鑑みると、聖公会での改革がローマ・カトリックで感覚的

な次元で受け入れ難いものであることがよく分かるように思われる。 

○ 聖公会では、按手がマジカルな行為であるかのような印象をつくりだすことを嫌い、ま

た、按手式は按手の瞬間だけでなくてプロセス全体であるという理解を表す意図があって、

正服の一部を着けて式を始め、試問の後、会衆の祈り、聖霊を求める歌、聖別の前に正服

の残部を着けるように、ルブリックで指示をしている。「正服の全てをつけて、会衆が祈り

にあずかり、聖霊を求め、そして聖別されることが最もふさわしい」18と考えられているの

である。しかし、実際のところ、手をおき聖別の祈りを献げる前はまだ志願者である、と

いうことも明白なのであって、まだ志願者である人が司祭服をつけているということに違

和感が持たれるのも無理のないことであろう。そのために実際の運用では、按手後に正服

を着せているケースが少なくないことも踏まえて、再考の必要があるのではないだろうか。 

○ 聖公会の聖別の祈りで洗礼について言及がないのは、聖公会では（ローマ・カトリック

でもそうなのだが）＜洗礼・堅信・初陪餐＞をひとつの入信の式として捉え19、主教が堅信

礼を授けるために、洗礼を授けるという司祭の職務が宙に浮いているところがあるためで

あろうか？何らかの形で明確に言及されることが望ましいのではないだろうか。試問冒頭

の訓話においてだけでなく、聖別の祈りでもはっきりと言及されるべきではないだろうか。 

                                                   

17  わずか一語の削除でも形相を変更する自体が叙階の有効性を損なうというような議論。そのような議論になるのは、ロ

ーマ・カトリックで叙階式が聖奠とされていることがあるだろう。保守派が突きつけてきた疑問は、これに加え、式全体にわ

たって大幅な二次的要素の削除、簡略化が行われたことに対するもの（以前は三時間近くかかっていた式が、現在は一

時間で終わるという）、そしてその背景にある「意向」に対するものである。それが聖公会での改革に近いこともあって、その

議論では常に『アポストリチェ・クーレ』が参照されているようである。『アポストリチェ・クーレ』は撤回の機会と方策が待たれ

る単なる遺物なのではなく、ローマ・カトリックで内的に現代的意味を持っているのである。 

※ 叙階の祈りの英語版： 

◆ TRADITIONAL RITE - “Grant, we beseech You, Almighty Father, to these Your servants, the dignity of the 

Priesthood; renew the spirit of holiness within them, so that they may hold from You, O God, the office of the 

second rank in Your service and by the example of their behavior afford a pattern of holy living.” 

◆ NEW RITE(1968) - “Grant, we beseech You, Almighty Father, to these Your servants, the dignity of the 

Priesthood; renew within them the spirit of holiness. May they hold from You, the office of the second rank in 

Your service and by the example of their behavior afford a pattern of holy living.” 
18  『改訂増補 日本聖公会祈祷書解説』（1994）, p.98 
19  “Growing Together in Unity and Mission”, para.37 
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参考２．カトリックの叙階式ミサの構造 

導入 

開祭 

○入祭の歌（典礼聖歌 102 番「しあわせな人」） - プロセッション 

○挨拶 

○回心 

○集会祈願 

ことばの典礼 

○第一朗読（使徒書 フィリピの教会への手紙） 

○答唱詩編（典礼聖歌 53 番「神のはからいは」） 

○詠唱（典礼聖歌 260 番） 

○福音朗読 

○説教（読まれた聖書の箇所から、聖職候補生認定式の意味について列席者に語る） 

○聖職候補生認定式（候補生の決意表明） 

叙階の儀 

○司祭候補者の選出 

○訓話  

○司祭に叙階される者の約束 

○連願（受階者は神の慈しみを願って床に伏す。典礼聖歌 343 番、続いて連願） 

司祭叙階 

○嘆願の祈り（一同は沈黙の内に、受階者に天からの賜物が豊かに与えられるよう祈る） 

○按手（司教は受階者ひとりひとりに黙って按手する。列席する司祭も続けて按手する） 

○司教による叙階の祈り 

○司祭服の着衣 

○塗油、パンとぶどう酒の授受（結びで司教は列席する全ての司祭に歓迎の勧めをする） 

感謝の典礼 

○奉納行列と歌（典礼聖歌 144 番） 

○奉納祈願（「…聖なる父よ、あなたに仕えるため叙階を受けた人々を顧みてください」） 

○叙唱 

○感謝の讃歌 

○奉献文 

○交わりの儀（主の祈り、世界に平和を願う祈り、教会に平和を願う祈り、平和の挨

拶、平和の讃歌、拝領前の信仰告白、拝領の歌、陪餐、拝領祈願） 

○閉祭（新司祭の紹介と挨拶、派遣の祝福、派遣の歌、召命の祈り） 


